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11月1日（水）二子散策と「老舗料亭やよい」でお茶を飲みませんか
街道学習講座 「なるほど！歩いて楽しい大山街道」（全3回）
ふるさと館だより49号を発行しました
10月19日（木）第2回ふるさとまち歩き講座「上作延を歩く」
10月14日（土）第2回歴史探究講座「丸子渡し・丸子橋」
休館のお知らせ
【イベント報告】第2回企画展「ある郷土史家の見たふるさと高津」
9月16日（土）第1回歴史探究講座「六郷渡し・六郷橋」
ふるさと館だより48号を発行しました
中学生のための郷土理解講座「探ろう！大山街道の歴史」
【イベント報告】第１回企画展「趣味の作品展」
【イベント報告】第1回ふるさと発見講座「高津に身を捧げた大島宗美」
【イベント報告】第1回街のマイスター体験講座「お米の得する話」
【イベント報告】春のふるさと館まつり
6月24日（土）～7月30日（日）第2回企画展「ある郷土史家の見たふるさと高津」
【イベント報告】第1回ふるさとまち歩き講座 「高津の町の歴史をひも解く」
ふるさと館だより47号を発行しました
6月16日（金）～19日（月）第1回企画展「趣味の作品展」
「ふるさと館だよりNo.46」の訂正について
5月28日（日） 第1回街のマイスター体験講座 「お米の得する話」
5月28日（日）第1回ふるさと発見講座「高津に身を捧げた大島宗美」
5月28日（日）「春のふるさと館まつり」
【イベント報告】2月18日「ふるさと館まつり」（大山街道フェスタ参加事業）
ふるさと館だより46号を発行しました
【イベント報告】第3回歴史探究講座「大山街道 二子・溝口宿」
4月20日（木） 第1回ふるさとまち歩き講座 「高津の町を歩きませんか」
【イベント報告】第2回街のマイスター講座「日本酒の話」
【イベント報告】第2回ふるさとまち歩き講座 「二子新地・諏訪・北見方を歩く」
【イベント報告】第2回ふるさと発見講座「田中兵庫とその人間力」
ふるさと館だより45号を発行しました
2月25日（土）～3月3日（金）「ふるさと館まつり」（大山街道フェスタ参加事業）
2月18日（土）第3回歴史探究講座「大山街道 二子・溝口宿」
大山街道ウォーキングスタンプラリー ふるさと館でスタンプゲット
2月1日（水） 第2回街のマイスター講座 「日本酒の話」
ミニ市民ギャラリー「萠の会」作品展示
【イベント報告】街道学習講座「なるほど！歩いて楽しい大山街道」
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【イベント報告】秋のサポーターズクラブまつり
1月11日（水） 第2回ふるさとまち歩き講座 「二子新地・諏訪を歩く」
【イベント報告】ぶらり散歩二子を歩く
ミニ市民ギャラリー「南口の会」作品展示
ふるさと館だより44号を発行しました
ミニ市民ギャラリーで作品展示が始まりました
【イベント報告】第2回歴史探究講座「中原街道小杉宿」
11月2日（水）より、ミニ市民ギャラリーで作品展示が始まります
12月7日（水） 第2回ふるさと発見講座 「田中兵庫とその人間力」
11月20日（日）「秋のサポーターズクラブまつり」
【イベント報告】第1回歴史探究講座「東海道川崎宿」
ふるさと館だより43号を発行しました
11月1日（火）ぶらり散歩二子を歩く
【イベント報告】中学生のための郷土理解講座
【イベント報告第2回企画展・記念講演会「明治維新動乱期の溝ノ口の様子」
街道学習講座 「なるほど！歩いて楽しい大山街道」
第2回歴史探究講座「中原街道小杉宿」
第1回歴史探究講座「東海道川崎宿」
和室に座椅子を設置しました
ふるさと館だより42号を発行について
中学生のための郷土理解講座「探ろう！大山街道の歴史」
【イベント報告】第１回企画展「高津区老人クラブ趣味の作品展」
【イベント報告】「春の館まつり」
【イベント報告】第1回街のマイスター講座「おいしいお茶の入れ方」
「ふるさと館だよりNo.41」の訂正について

ふるさと館だより
刊行物等の紹介
二子溝口歴史メモ

http://furusatokan.web5.jp/archives/1748/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1746/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1745/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1743/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1747/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1742/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1741/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1740/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1739/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1737/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1736/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1735/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1734/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1733/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1732/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1730/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1729/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1728/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1727/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1725/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1723/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1722/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1721/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1720/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/1724/index.html
【イベント報告】 第1回ふるさと発見講座「内藤慶雲を中心とした川崎の石工たち」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1708/index.html
第2回企画展「明治維新動乱期の溝ノ口の様子」
http://furusatokan.web5.jp/archives/1699/index.html
「春のふるさと館まつり」を開催します
http://furusatokan.web5.jp/archives/1660/index.html
第1回街のマイスター講座「おいしいお茶の入れ方」
http://furusatokan.web5.jp/archives/1656/index.html
ふるさと館だより41号を発行しました
http://furusatokan.web5.jp/archives/1677/index.html
第1回ふるさと発見講座「内藤慶雲を中心とした川崎の石工たち」
http://furusatokan.web5.jp/archives/1619/index.html
http://furusatokan.web5.jp/newsletter/index.html
http://furusatokan.web5.jp/books/index.html
http://furusatokan.web5.jp/archives/category/history/index.html

大山道歴史マップ
大山街道とその周辺
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溝の口まつり
武蔵溝ノ口駅（北口）
宗隆寺
国木田独歩記念碑の落成式
高津薬局
大貫病院
溝ノ口郵便局
久地梅林
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古道 鎌倉道
岡家の門
太田医院の門
池田屋
嶋屋
田中屋呉服店
大山街道とその周辺ページ2
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岩崎酒店の蔵
川崎堀（二ヶ領用水本流）
二子陸閘
二子亀屋旅館
二子神社
二子光明寺
溝口神社
片町庚申塔
道標
灰吹屋薬局
大和屋菓子店
岡田屋（足袋屋）
溝口亀屋旅館
二子大貫家
二子の鮎屋形舟
大山街道とその周辺ページ3
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府中県道
二子大陸天
二ヶ領用水新堀川（川辺六ヶ村堀）
大山街道の村田園、横浜興信銀行前
二子橋
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旧高津警察署
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武蔵溝ノ口駅北口
二子神社の祭礼
高津小学校
諏訪の一本松
亀屋十字路
高津四つ角 茶の老舗田中屋
大石橋と稲毛屋・甲州屋
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